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9:00～17:00（最終入園16:30）
11/24～4/28
330円　　　0153-82-3674

9:00～17:00（11月～3月は～16:00）
年末年始　　  0153-82-1270

110 km 2時間 30分

Route

湿原の緑が綺麗な夏、もしくは花が咲き始める春

おすすめの季節

3

4

1

2

1

1

150 km 3時間

Route

おすすめの季節

244

中標津→中春別（散策）→別海（散策）→
明郷 伊藤☆牧場→別当賀（フットパス）→
浜松（フットパス）→根室

130 km 2時間 30分

Route

雄大な牧草地の風景が望める夏

おすすめの季節

1

2

道の駅「厚岸グルメパーク」→愛冠岬→
原生花園あやめヶ原→涙岬→琵琶瀬展望台→
霧多布湿原→霧多布岬→霧多布温泉ゆうゆ→
落石岬→根室駅

140 km 3 時間

Route

色とりどりの花が湿原を彩る春から秋

おすすめの季節

1

2

根室駅 → 金刀比羅神社 → 北方原生花園 → ヲンネモトチャシ跡 →
納沙布岬 →東根室駅 → 花咲岬 → 落石岬 → フレシマ →
道の駅「スワン44ねむろ」→ 春国岱 → 根室駅

厚岸水鳥観察館→別寒辺牛湿原（カヌー）→道の駅「厚岸グルメパーク」→
尻羽岬→セキネップ展望広場→キトウシ野営場→
釧路町地産地消センター「ロ・バザール」→釧路湿原（カヌー）→細岡展望台

花々が咲き誇り、野鳥観察にも良く、涼しさを実感できる夏

1

まるでスコットランドのアイラ島のような、最
果て感漂う岬。海岸の岩にぶつかる波しぶ
きは迫力あります。岬には花咲灯台、国の天
然記念物である奇岩「車石」のほか展望台
や野鳥観察舎（ハイド）があり、ケイマフリやシ
ノリガモ、オオセグロカモメなどの海鳥に加
え、野生の馬のいるユルリ島を眼前に眺め
られます。運が良ければラッコも見られます。

風蓮湖と根室湾を区切るようにのびる、長さ約8km、幅約1.3kmの砂州、ラムサール
条約湿地の春国岱は国内有数の野鳥の楽園として知られ、数千年前の手つかず
の自然が現存していることから「奇跡の島」とも呼ばれています。エゾシカやキタキツ
ネといった野生動物も見られるほか、夕暮れの美しさには心を奪われます。

春国岱（しゅんくにたい）

最果ての地、納沙布岬は日本で一番早く朝日が昇る場所。晴れていれば北方領土
の歯舞群島が目と鼻の先に見え、周辺施設の北方館では「北方領土視察証明書」
がもらえます。また、1872年7月に設置された納沙布岬灯台は北海道最古の灯台と
され、「日本の灯台50選」にも選ばれています（ルート内では他にも花咲灯台、落石
岬灯台が選ばれています）。

納沙布岬（のさっぷみさき）

根室 金刀比羅神社

花咲岬

北方漁業開発の祖：高田屋嘉兵衛が漁
業の守護神としてお祀りしたことが始まり
の金刀比羅神社。北海道三大祭りのひと
つ「金刀比羅神社例大祭」で知られ、社
務所内の資料館では「おみこしさん」や展
示物によって、祭りの歴史と人々の熱い思
いを感じることができます。

30分～1時間 15分～30分

8:30～17:00
15分～30分　　　0153-23-4458

120 km 2時間 30分

Route

おすすめの季節

野付半島・野付湾

知床羅臼ネイチャーウォッチングクルーズ

世界自然遺産知床、ポー川史跡自然公園、日本最大の砂嘴
野付半島などで手付かずの自然や野生動植物と触れ合う

さ し

Route
知床峠 → 羅臼（クルーズ）→
道の駅「知床・らうす」→ 標津（ポー川）→
野付半島 → 尾岱沼 →
道の駅「おだいとう」→ 標津

120 km 2時間 30分

海ではクジラ、湿原では色とりどりの
花が咲き誇る春から夏

おすすめの季節

氷河期の生き残りと言われる湿原性植物
が花を咲かせる「国指定天然記念物標津
湿原」の中を散策できる木道や、擦文文化
期の集落跡の「国指定史跡伊茶仁カリカ
リウス遺跡」があり、約一万年にも及ぶ人
類の足跡を見ることができます。

野鳥や花などの最新情報を入手すること
ができます。また、ネイチャーガイドを頼むと
野付半島の感動スポットを案内してくれま
す。施設内にはお土産コーナーやレストラ
ンも併設されており地域の味覚も味わえ
ます。

ポー川史跡自然公園

野付半島ネイチャーセンター

2

1

世界遺産「知床」の東側、羅臼の海は水深が一気に1,000ｍ以上になるため、流氷
によってもたらされた豊かな栄養が植物プランクトンや動物プランクトンを発生させ
ます。それらが魚を育み、シャチやクジラ、イルカたちが集まります。また、豊富な餌を
求め、遥か赤道を越え南半球から渡ってくるハシボソミズナギドリが多い時には何
万羽という群れになり、海を黒く染めることから圧巻の野生を感じることができます。

知床半島と根室半島の間に位置し、全長26kmにもなる日本最大の砂嘴の野付半
島と囲われた野付湾。あわせてラムサール条約に登録されています。５月から10月ま
では次々と花が咲き誇ります。半島を通る道路は通称『フラワーロード』と呼ばれ、初
夏には海に浮いたお花畑の中をドライブする感覚を味わえます。また、多い時で２万
羽の渡り鳥が飛来し、特にコクガンの国内最大の中継地となっています。夏・秋は北
海道遺産「打瀬舟」によるホッカイシマエビ漁が行われています。

8,000円～ 2時間30分 0153-87-3330（知床羅臼町観光協会）

琵琶瀬木道・仲の浜木道・奥琵琶瀬木
道・やちぼうず木道の４つの木道が整備
されており、5月にエゾエンゴサクやミズバ
ショウ、6～8月にはワタスゲ・エゾカンゾ
ウ・エゾリンドウなどが咲き、全部で400種
近い草花が見られます。また多くの野鳥や
エゾシカの群れを見ることもできます。

霧多布湿原の魅力や情報を発信している
ほか、広大な湿原を一望できる展望ホー
ル、カフェやミュージアムショップ、バード
カービングや漁師さんが作った木のおも
ちゃといった、見て、触って、遊べる展示な
どがあります。

霧多布湿原木道

霧多布湿原センター

30分～2時間

このシーニックバイウェイには、自然はもち
ろんのこと産業景観を味わうフットパス、ラ
ムサール条約湿地を観察できる木道、開
拓の歴史を知る鉄道遺産散策路など、総
延長100㎞にもおよぶ歩く道を整備してい
ます。歩く速度でしか感じられない、気づけ
ない旅を味わってみてください。

地元素材を使った食事やデザートが充実
している「レストランATTOKO」、ソフトク
リームなどのテイクアウトやかわいい雑貨
を揃えた「ちいさな雑貨屋Etable」、たくさ
んの動物と触れ合える「あっとこ家畜動物
園」などがあり、根室のフットパスのマップ
も購入できます。

総延長100㎞にもおよぶ歩く道

明郷 伊藤☆牧場

10:00～17:00（季節により変更あり）
レストランは水曜日と不定休
0153-26-2798

3

4

3

4

2

日本本土最東端の納沙布岬はもちろんのこと、
絶景、野鳥、花、そして最東端の駅をはじめとする

「はしっこ探し」など、最果ての魅力満載の根室半島を巡る

ラムサール条約湿地３か所を巡れ、カヌーでより深い自然を満喫
湿原によって育まれたカキなどの海の幸を存分に味わえる

釧路湿原の夕日は見逃すことのないように

北太平洋シーサイドラインは十勝の広尾町から根室市の納沙布岬まで続く、全長
321kmに及ぶ海岸線の総称ですが、中でも釧路町から根室市まではそのハイライト
と言えるもので、次々に絶景の現れる、日本離れした景観が人気のドライブルートに
なっています。愛冠岬、涙岬、霧多布岬、落石岬といったスケールの大きな岬、霧多
布湿原はもちろん、沿道に咲き乱れる花々、またこのルートは霧がかかることが多い
ことなどから、別名「岬と花の霧街道」とも呼ばれています。

北太平洋シーサイドラインのハイライト

3

4

起伏に富み、断崖あり砂浜ありの変化に富んだ海岸線、
ところどころに出現する湿原や湖沼、岬など、
癒やしの風景が連続する日本屈指の絶景海道

3

1時間～4時間200円（マップ代）
※別当賀パスに入るためのゲートのカギは、明郷 伊藤☆牧場で貸し出しています。

0153-26-2798

根室フットパスとは、厚床・別当賀地域のUターンの青年酪農家５名が、都会から来
た人たちに酪農や地域産業が作り出した景観を見て、知って、応援してほしいと整
備したフットパス（歩く道）で現在６本のコースがあります。そのなかでも「別当賀パ
ス」は、根釧地方の原生的風景を色濃く残しているコースです。車を別当賀駅に置き
歩き始め、草原、天然林、そして湿原をぬけると終点は太平洋が一望できる断崖絶
壁で、日本とは思えない美しい風景が広がります。
 

根室フットパス

根釧原野の酪農風景から海岸の原風景まで
あなたの心に響く景色が

フットパスを通じてきっと見つかるはず

2

3

根釧原野の近代交通と
内陸の開拓発展を支えた鉄道遺産を
今も変化し続ける酪農景観とともに巡る

霧多布→茶内駅→旧奥行臼駅逓所→
別海鉄道記念館→中標津町郷土館→
上武佐（フットパス）→川北（フットパス）→
旧標津線根室標津駅転車台跡→標津

旧標津線や簡易軌道跡が見やすい春と秋

旧標津線は、広大な根釧原野の内陸開
拓を使命として生まれ、1989年まで地域
の生活や産業を支えた総延長116.9㎞に
及ぶ鉄路でした。根室標津駅跡では転車
台と蒸気機関車を見ることができます。上
武佐駅跡、川北駅跡にはフットパスが整
備されており、線路跡や周辺を散策し楽し
めます。西春別駅跡には鉄道記念館があ
り、展示や保存車両を見ることができます。

地下50mから湧出した天然モール温泉。
モール泉特有の茶褐色にあふれる大浴場
は太古の植物がやさしく肌にうるおいを与
えます。緑を眺めながら、星空を眺めなが
ら源泉かけ流しの露天風呂でドライブ旅
の疲れを落としてみてはいかがでしょう。

国鉄旧標津線

べつかい郊楽苑

11:30～22:00（受付終了21:00）
510円　　 0153-75-0711

釧路湿原を見渡す展望台はいくつかあり
ますが、釧路湿原全体を一望することがで
きるのはここ。眼前に大きく蛇行する釧路
川と遠くに雌阿寒岳や雄阿寒岳のシル
エットが広がり、晴れた日の眺望もいいで
すが、ぜひ夕日と共に見てみてはいかが
でしょうか。近くには細岡ビジターズラウン
ジがあり、休憩をすることができます。

このエリアの美食といえば、何をおいても
『厚岸のカキ』。道の駅「厚岸グルメパーク」
には、和食から洋食までバラエティ豊かな
メニューがそろうレストラン「エスカル」、セ
ルフでバーベキューを楽しめる「炭焼あぶ
りや」、厚岸産のウイスキーと合わせて楽し
める「オイスターバールピトレスク」など、さま
ざまな趣向で味わうことができます。

細岡展望台

絶品厚岸のカキ

30分～1時間30分

15分～1時間30分
9:00～20:00（季節により変更あり）
月曜日　　 0153-52-4139

15,000円～（2名様以上）　　　3時間～4時間　
0154-23-7116（釧路マーシュ&リバー）
0153-52-4139（道の駅「厚岸グルメパーク」内 別寒辺牛川カヌーツーリング）
090-8631-5215（あしやんカヌー）

駅逓所とは、近代の北海道において交通不便の地に駅舎と人馬等を備えて、物資
の逓送や宿泊等に使うため設置された施設です。明治期以降、北海道では独自の
制度として存続し、開拓と連動して発展を遂げました。旧奥行臼駅逓所は、明治43
年に駅逓取扱人山崎藤次郎の自宅を駅舎として開設され、現在も当時の様子をと
どめています。周辺には、国鉄旧標津線奥行臼駅跡や簡易軌道の旧別海村営軌道
風蓮線奥行臼停留所跡があり、内陸開拓の交通の要所であったことがうかがえます。

旧奥行臼駅逓所このエリアには、日本最大の湿原「釧路湿原」をはじめ「別寒辺牛湿原」「霧多布湿
原」など豊かな湿原が広がっています。そこでは「湿原の神」と呼ばれるタンチョウや
オジロワシ、エゾシカなどの野生生物に出会うことができます。ゆったりとした時間と
ともに湿原の大自然を感じるにはカヌーがおススメです。

悠久の湿原をゆったりカヌーで体感

9:00～17:00
無休（5～9月）、火曜日（10～4月）
冬季休館（1/2～1/31）
0153-65-2779
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2


